あっけし生涯学習情報紙
Lifelong Learning
生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
生涯学習課生涯学習係 ℡６７－７７００

厚岸町民文化祭
１０月、１１月に開催を予定していた厚岸町民文化祭ですが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止させていただきます。

来年の開催を
楽しみにお待ち
ください！！

作品展示会の部
芸能発表の部

中止

社交ダンスのつどい

生涯学習コーナーを
ご存じですか？
役場１階に生涯学習コーナーがあるこ
とをご存じですか？
ここでは、町内外のイベントの情報や
生涯学習課の事業の紹介をしています。

３月から休講していた生きがい大学ですが、新型コロナウイルス感
染防止対策の上、再開 いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、同じ内容を３回に分
けて開催いたします。
日程を選んで
【日 時】
９月１８日（金）
参加してください。

場所は、町内出身のスポーツ選手のユ
ニフォーム展示の裏側です。
入り口からは見えない場所ですが、意外
な情報があったりするので、庁舎にいら
した際には見てみてください！！

１０月 1日（木）
１０月２２日（木）
【場 所】
【内 容】
【対 象】
【申 込】

１０：００～１３：００
厚岸情報館 会議室 および 給食センター
折り紙講座 （担当：生涯学習係スタッフ）
読み聞かせなど （担当：情報館司書）
概ね６５才以上の町民
随時申込可能です。

ここの裏側
です！

真龍小学校をサークル活動や少年団活動等で使用する場合、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、つぎの対策を行い利用していただいています。

①手指のアルコール消毒
②発熱や風邪の症状があるときは利用を控える
③長時間利用する場合は換気を行う ④マスクの着用または咳エチケットに努める
⑤送迎する家族は施設内に入らない ⑥使用した後の部屋の消毒
⑦責任者の方は、利用者の連絡先等を把握しておく
※消毒用品はすべて用意しています。

３つの密（密閉・密集・密接）
を避けての利用をお願いします！

を避けての利用をお願いします！
海事記念館からのおしらせ
MUSEUM
INFORMATION

－２－

【問合せ・申込み先】
厚岸町海事記念館 ℡５２－４０４０

巡回パネル展
曜日、時間帯によって投影内容を変えてお届けします！

【期 間】 ９月１日（火）～
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室
【内 容】 ・平日
15：30～ 秋の星座解説
・土日祝日
11：00～ 《９月》秋の星座解説
《１０・１１月》幼児向け秋番組
13：30～ 秋の星座解説
アイヌ民族星ものがたり（秋）
15：30～ 秋の星座解説

【期 間】 ９月１７日（木）～１０月２日（金）
【場 所】 海事記念館 １階ホール
【内 容】 国際的に決められている８８星座の歴史を、
星座を制定した人々や、ギリシャ神話とともに
紹介します！
展示物企画・作成：明石市立天文科学館
【対 象】 どなたでも

○９月の夜間投影
【日 時】 ９月１８日（金）１９：００～１９：４０
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室
【内 容】 秋番組 秋の星座解説

【日 時】 ９月１２日（土） １０：００～１２：００
【場 所】 海事記念館 １階会議室
【内 容】 ○題目「ネモロ場所廻勤記録を読む
講師：釧路短期大学 佐藤 宥紹 教授
【対 象】 一般（無料）
【申 込】 ９月１０日（木）まで ※先着１０人

※プラネタリウム鑑賞中は、
マスクの着用をお願いいたします。

情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６

ワード基礎コース
【日 時】 ９月１１日（金）～１０月３０日（金） 毎週金曜日（全８回）
１８：３０ ～ ２０：３０
【場 所】 厚岸情報館 （コンピュータ実習室）
【内 容】 文章を作成しながらさまざまなテクニックを学びます！
【申 込】 ９月８日（火）まで ※定員４人（多数の場合は抽選）
【受講料】 4，000円 ※別途テキスト代（1，320円）が必要です。

【日 時】 ９月１２日（土）・２６日（土）
１０：３０～１１：００
【場 所】 厚岸情報館（２階 会議室）
【対 象】 幼児～大人までみんなで
楽しめます！

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）
【場 所】
日

時

９月５日（土）
13：30 ～ 14：30
９月１９日（土）
13：30 ～ 14：０0

内

容

日

おしりたんてい⑨
ーﾌﾟﾌﾟｯ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾀﾞｲﾔをさがせ!ー
おはよう！コケッコーさん④

※鑑賞中は、マスクの着用をお願いいたします。
【３日（木）・１７日（木）】
【９日(水)・２９日（火）】
厚岸小学校
13:10～13:30 太田へき地保育所 9:55～10:05
さくら幼稚園
14:15～14:35 太田小学校
10:10～10:25
真龍中学校
15:30～15:45 太田郵便局
10:30～10:45
【１７日（木）】
太田中学校
12:55～13:10
厚岸保育所
13:45～14:05 らくとぴあ(太田)
13:15～13:25
カトリック幼稚園
14:50～15:05 心和園
13:35～13:45
【１１日（金）】
【１１日（金）・２５日（金）】
子夢希児童館
15:00～15:20
若松地区集会所
12:50～13:00
【２５日（金）】
ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40
友遊児童館
15:00～15:20

厚岸情報館（２階 視聴覚室）
時

内

９月１１日（金）
18：30 ～ 20：34
９月１２日（土）
13：30 ～ 15：34

容

麦秋
監督 小津安二郎
出演 原節子 ほか
1951年作品

※鑑賞中は、マスクの着用をお願いいたします。

図書館バス巡回日程 (９月)
【１０日(木)・２４日（木）】
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
13:05～13:15
ﾈｲﾊﾟﾙ厚岸
14:25～14:45
床潭郵便局
15:00～15:20
厚岸中学校
15:40～15:55
【２４日（木）】
しんりゅう保育所 13:20～13:40
旧真竜保育所
13:50～14:10

【２日（水）・１６日（水）】
片無去（のんき村前) 11:00～11:15
片無去集会所
11:20～11:30
上尾幌コミセン
11:50～12:00
尾幌郵便局
12:30～12:45
翔洋高等学校
15:35～15:45

－３－

『あっけし生涯学習情報紙

LL TIMES』へ記事掲載してみませんか？？

町民が参加できるものであれば行政・民間・各種団体・サークル問わず掲載できます！
(掲載例：団体のコンサート･作品展示会･フリーマーケット･イベントなど)
お気軽にお問い合わせ下さい。
【問合せ先】厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係 TEL 0153 - 67 - 7700

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
温水プール ℡５２－６６３１

９月１１日～１０月２日

【日 時】

毎週金曜日
１９：００～２０：００（全４回）
温水プール
水の抵抗や浮力を利用した安全な有酸素
運動で水中をウォーキングします。
町内の高校生以上の方
９月３日（木）～１０日（木）まで※先着１０人
高校生：１回２２０円
一般：１回３３０円
（施設使用料）

【場 所】
【内 容】
【対 象】
【申 込】
【参加料】

あみか21からのおしらせ
HEALTH AND WELFARE
INFORMATION

【日 時】

９月２３日 （水）

【日 時】
【場 所】
【内 容】
【対 象】
【申 込】
【参加料】

９月３０日～１０月２１日 毎週水曜日
１６：００～１６：４５（全４回）
温水プール
水慣れ遊びのほか、浮き方・キックなど泳ぎの
基礎を指導します。
町内の小学２年生
９月２１日（月）～２９日（火）まで※先着１０人
１回１１０円
（施設使用料）

【問合せ・申込み先】
あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３

【内 容】

※開始時間については、対象の方へ
ご案内をしています。
【問合せ】
【場 所】 あみか２１

・あかちゃんに関する相談 ・ブックスタート
（読み聞かせ、絵本のお話と絵本等の配付）
※絵本の配付は４ヶ月児が対象となります。
保健福祉課健康推進係

子育て支援ｾﾝﾀｰからのおしらせ
CHILD CARE
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
子育て支援センター ℡５３－４３３７

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！
情報館の方が絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれます。
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出もしてくれます！

【日 時】 ９月９日（水）１１：００～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）
【対 象】 就学前のお子さんと保護者
【日 時】 ９月２５日（金）１１：００～
【場 所】 あみか２１
【対 象】 就学前のお子さんと保護者

９月７日 （月）

【日 時】
【場 所】
【対 象】

１０：３０～１１：００
子育て支援センター（コアぽんと内）
就学前のお子さんと保護者

【日
【場
【内
【対

９月１６日 （水）

時】
所】
容】
象】

１０：３０～
子育て支援センター（コアぽんと内）
手形とり
就学前のお子さん
と保護者

－４－

今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

厚岸町教育委員会・ネイパル厚岸 共催事業

【日 時】 ９月１９日（土）～２０日（日） １泊２日
【場 所】 ネイパル厚岸
【内 容】 避難についてや怪我した人を助ける方法
などを学びます！
津波のしくみについての実験もするよ！！
【対 象】 小学３～６年生
【申 込】 ネイパル厚岸（52-1151）
※先着３０人
《詳細は、ネイパル厚岸から発行されている
チラシまたはホームページをご覧ください。》

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION
【真龍小学校】
2・7・9・14・16・28・30日：ALT
3・10・17・24日：放課後学習
18日：前期終業式
23日：後期始業式
26日：土曜授業/遠足
【翔洋高等学校】
1～4日:前期期末考査
7日：生徒会役員選挙
11・12日：体験乗船実習
13～16日：短期乗船実習

最後まで諦めず挑戦する心を手に入れよう！
【日
程】 9月１2日（土）
9月13日（日）
【対
象】 小学1年生以上
小学3・4年生
の親子
【集合場所】 ハイランド
ネイパル厚岸
小清水725
または別保公園
【参 加 料】 500円
1,700円
【内
容】 藻琴山登山をします。
【申
込】 ネイパル厚岸（52-1151）
９月６日（日）まで ※各部先着３０人
《詳細は、ネイパル厚岸から発行されている
チラシまたはホームページをご覧ください。》

【太田小学校】
4日：参観日
8・11・18・29日：ALT
10日：遠足
30日：マラソン大会
【真龍中学校】
1・4・8・11・15・18・25・29日：ALT
10日：学力テスト（3年）
15～18日：修学旅行（３年）
16日：遠足（1年）

【太田中学校】
2・9・16・30日：ALT
2・3日：職業体験学習（2年）
10日：学力テスト（3年）
23日：中間テスト
24日：職場見学（１年）
30日～：修学旅行（2・3年）
【厚岸小学校】
2日：参観日（1・2年生）
3日：参観日（3・4年生）
9・10日：宿泊研修（5年）
11日：遠足（1～4年生）
17・18日：修学旅行（6年）

【厚岸中学校】
3・10・17・24日：ALT
5日：土曜授業
18日：中間テスト
29・30日：修学旅行

１０月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

時】 １０月１３日～１２月８日 毎週火曜日
１９：００～２０：３０ （※１１月３日除く）
【場 所】 真龍小学校 ３階 視聴覚室
【内 容】 これから英語をはじめたい人向けの英会話
教室です。アシスタントもつくので安心して、
参加いただけます！
○講師 厚岸町ALT２名※週替わり
（愛称ｸﾘｽ、ﾘｰｽ）
【対 象】 高校生以上
【受講料】 無料
【申 込】 ９月２日（水）～１０月２日（金）※先着８人
【日

【日 時】 １０月９日（金）～１３日（火）
【場 所】 情報館 ２階 会議室
【内 容】 釧根地区の絵手紙サークルの方々
が描いた絵手紙を展示します。
【問合せ】 生涯学習係（67-7700）

【日 時】 10月３日（土）～10月４日（日）
【場 所】 ネイパル厚岸
【内 容】 北方領土、SDGｓについての学習や
グループワークを行います。
【対 象】 中学生および高校生
【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）
《詳細は、ネイパル厚岸から発行されている
チラシまたはホームページをご覧ください。》

やってみよう!
【日 時】

【場 所】
【内 容】
【対 象】
【申 込】

１０月１１日（日）
午前の部：１０：００～１２：００
午後の部：１３：００～１５：００
真龍小学校 ２階 図工室
牛革をつかってキーホルダーをつくります。
○講師 貞國 真穂 氏
高校生以上
１０月５日（月）まで
※各部先着５人
生涯学習係（67-7700）

